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中文 (简体 )

安全信息
感谢您购买 Onkyo 产品。请您在使用本产品前仔细阅读该手册。请保留此手册以备将来参考使用。

重要的防护措施

1. 阅读说明。

2. 保存好说明书。

3. 注意所有警告信息。

4. 按照说明进行操作。

5. 不要在靠近水的地方使用本设备。

6. 只能用干布清洁。

7. 不要将设备安装在热源附近，如电热炉，散热片，炉子，或其他产生热能的设备。

8. 闪电或长时间不使用时，请从插座上拔掉设备的插头。

9. 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况，当设备以任何方式受损时需要技术服务，例如该设备曾淋雨或受潮，无法正

常工作，或曾坠落。

10. 严禁湿手触摸机器—手湿或手潮状态下，严禁触摸本设备或本设备的连接线。如有水或其他液体进入本设备，请与 Onkyo 

的经销商联系进行检修。

Onkyo 不保证 UBT-1 系统和所有支持蓝牙技术的设备都兼容。关于 UBT-1 系统与另一个带蓝牙 (Bluetooth) 技术的设备是否

兼容的问题，请查看设备的使用说明和咨询供货商。在某些国家，蓝牙设备有可能被限制使用。请咨询您当地的官方机构。

Bluetooth® 文字商标和图案商标是属于 Bluetooth SIG 公司的注册商标，且 Onkyo 拥有使用这些商标的许可。其他商标和品牌

名属于它们各自的拥有者。

产品上标有左侧的标记时，表示有毒有害物质的含量在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

中文 ( 繁體 )

安全資訊
感謝您購買 Onkyo 産品，在使用本産品前請仔細閱讀本手冊。請保留此手冊以備將來參考使用。

重要的防護措施

1. 閱讀說明。

2. 保存好說明書。

3. 注意所有警告信息。

4. 按照說明進行操作。

5. 不要在靠近水的地方使用本設備。

6. 只能用乾布清潔。

7. 不要將設備安裝在熱源附近，如電熱爐，散熱片，爐子，或其他產生熱能的設備。

8. 閃電或長時間不使用時，請從插座上拔掉設備的插頭。

9. 請向合格的技術服務人員諮詢一切維修的情況。當設備有任何損壞（如因暴露於雨水或因受潮而無法正常工作以及人爲跌落）

時請進行維修。

10. 嚴禁濕手觸摸機器—手濕或手潮狀態下，嚴禁觸摸本設備或本設備的連接線。如有水或其他液體進入本設備，請與 Onkyo 

的經銷商聯系進行檢修。

Onkyo 並不保證 UBT-1 系統與所有藍牙裝置之間的藍牙兼容性。

關於 UBT-1 系統與其他支持藍牙技術的裝置之間的兼容性，請參考裝置說明文檔或咨詢經銷商。

某些國家可能會限制使用藍牙裝置。具體請咨詢當地機構。

文字商標 Bluetooth® 及標識為 Bluetooth SIG, Inc 所有的註冊商標。Onkyo 對此標識的使用均有授權。其他商標與商標名分屬

不同公司。

日本語
安全ガイド
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に
大切に保管してください。

安全上のご注意
※安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。
電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

絵表示の見かた

記号は「ご注意ください」という内容を表しています。
高温注意 感電注意

記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。
分解禁止 ぬれ手禁止

記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。
USB を抜く 必ずする

警告 誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに USB を抜く

USB を抜く

y 煙が出ている、変なにおいや音がする
y 本機を落としてしまった
このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因
となります。すぐに USB コネクターから本機を抜いて、
販売店に修理・点検を依頼してください。

分解、改造しない

分解禁止

火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

� 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の近くに液体の入った容器を置かない

水場での
使用禁止

水濡れ禁止

本機が濡れた状態でご使用になると、火災・感電の原因となります。
y 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
y 調理台や加湿器のそばには置かない
y 雨や雪などがかかるところで使用しない

端子部に関するご注意

� 端子部は定期的に掃除する

必ずする

端子部にほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。USB を抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてく
ださい。

使用上のご注意

� 心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本機を使用しない

禁止

電波によりペースメーカーの動作に影響を与える原因となります。

� 病院などの医療機関内、医療用機器の近くや、飛行機の中では本機を使用しない

禁止

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

� 他の機器に電波障害などが発生した場合、本機の使用を中止する

禁止

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

注意 誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

電源に関するご注意

必ずする

レシーバーの USB ポート以外、接続しないでください。

電波について
 ⁃ 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用
するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。各国の電波法に抵触する可能性があります。
また、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
y 分解 / 改造すること
y 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

2 .  4 D S / F H 4
2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線機器です。
DS : DS-SS 変調方式を表します。
FH : FH-SS 変調方式を表します。

4 : 与干渉距離は 40m です。
 ⁃ 本機は電波を使用しているため、第 3 者が故意または偶然に傍受することが考えられます。 
重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

 ⁃ 次の場所では本機を使用しないでください。
ノイズが出たり、音が途切れて通常のご使用ができないことがあります。
y 2.4GHz 用周波数帯域を利用する、無線 LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話、Bluetooth などの機器の近く。 

電波が干渉して音が途切れることがあります。
y ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CS チューナーなどのアンテナ入力端子を持つ AV 機器の近く。 

音声や映像にノイズがのることがあります。

本機を使用する周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、免許を要する工場の製造ライン
で使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局や免許を要するアマチュア無線局などが運
用されています。他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分ご注意いただきご使用ください。
y 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
y 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかに使用を停止してください。混信回避

のための処置等については、コールセンター（本書裏表紙に記載）へご相談ください。
y その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生し

た場合など、何かお困りのことが起きたときは、コールセンター（本書に記載）へお問い合わせください。

すべての Bluetooth 機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
本機と Bluetooth 対応機器との互換性については、各 Bluetooth 対応機器に付属の取扱説明書を参照するか、または販売店
にお問い合わせください。一部の国では、Bluetooth 対応機器の使用が制限されている場合があります。Bluetooth 対応機
器の使用については、お住まいの各自治体にお問合せください。

Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

オンキヨー ご相談窓口・修理窓口のご案内
※ 販売店の長期保証制度にご加入いただいた製品の保証期間内の修理は、お買い求めの販売店へご依頼

いただくようお願いいたします。
�「送付」による修理をご希望の場合は
下記のオーディオリペアセンターへご送付ください。

〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜 243 番地
オンキヨー 鳥取オーディオリペアセンター 修理受付窓口宛 050-3161-9555

（詳しくは）http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm
(ONKYO ホームページの「サポート」→「オーディオ製品のサポート」→「修理のお手続き」で閲覧可能 )

� お近くの修理拠点へ「持込み」をご希望の場合は
下記の URL にて全国の修理拠点のご案内がございます。お持込みの際には営業日を確認のうえでご訪問
いただくようお願いします。

（詳しくは）http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm
(ONKYO ホームページの「サポート」→「オーディオ製品のサポート」→「修理のお手続き」で閲覧可能 )

�「出張修理」をご希望の場合、その他ご不明な点は
下記のオンキヨー オーディオコールセンターへご相談ください。

オーディオコールセンター 050-3161-9555（IP 電話）
( 受付時間：10：00 ～ 18：00 土・日・祝日及び弊社で定める休業日を除きます )

※ 出張修理の際は、修理費用以外に出張費用が別途かかります。また、地域によっては、出張修理ので
きないエリアがございます。あらかじめご了承ください。

2012 年 1 月現在 住所、電話番号、受付時間などは変更になることがございます。

ONKYO ユーザー登録のおすすめ
オンキヨーは、ユーザーの皆様により快適な製品サービスを提供するために、ユーザー登録を行っています。
お手数ですが、ご登録とアンケートにご協力をお願いいたします。

ユーザー登録いただきますと・・・
y メールアドレスをご登録いただくことで、E メールによる製品サポート情報、製品関連情報をいちはやくお届けいたします。
y ご希望により、onkyodirect.jp オンラインショップから情報メールをご案内いたします。
y オンキヨー運営関連サイトを便利にご利用いただくことができます。

弊社ホームページからご登録ください !
http://www.jp.onkyo.com/support/
y ご登録の際には、本体底面に記載の製造番号（SERIAL）をご用意ください。
※ ご登録いただいたお客様情報がオンキヨーのサービス以外の目的で使用されることはありませんので、ご安心ください。


